
 

 
	 サンスター株式会社（本社：大阪府高槻市、代表取締役社長	 吉岡貴司）は、ヘアスタイルの“こだわり	 

ポイント”を撮影し、キャンペーンサイトより投稿していただくと、抽選で豪華な海外女子旅をプレゼント

する	 「Everyday Love,ＶＯ５キャンペーン」を 2015 年 7 月 16 日より実施いたします。	 
	 ＶＯ５ヘアスプレイは、優れたキープ力に定評があり、毎日のヘアスタイルの“こだわりポイント”を	 

キープするヘアスタイリングアイテムとして、10代～30代女性を中心に支持を伸ばしています。	 
	 本キャンペーンでは、「ヘアスタイルの“こだわりポイント”」をテーマに写真を投稿いただくと、抽選で	 

1組 2名様にバリ島で日常を離れた素敵な時間を過ごしていただける海外女子旅を、また 4名様に人気ファッ
ション誌編集部セレクトの「こだわりグッズ」をプレゼントいたします。	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

News Release   
08/06/2015 

 

 

〒569-1195大阪府高槻市朝日町3-1	 
TEL:072-682-6212 
FAX:072-682-7917 
http://jp.sunstar.com 

こだわりのヘアスタイルを投稿して豪華な海外女子旅をＧＥＴ！	 

「Everyday Love,ＶＯ５キャンペーン」スタート	 
実施期間：2015年 7月 16日(木)～9月 30日 (水 ) 

WEB サイト：http://sunstar-cpv.jp/ 
jp 



【キャンペーン実施概要】	 
	 
■キャンペーン名：	 「Everyday	 Love,ＶＯ５キャンペーン」	 
	 
■キャンペーンサイト：	 http://sunstar-cpv.jp	 
	 
■実 施 期 間：	 2015 年 7 月 16 日（木）11：00	 ～	 9 月 30 日（水）23：59	 
	 
■賞品／当選者数：	 ＜Ａ賞＞	 豪華な海外女子旅！	 	 バリ島旅行 3 泊 5 日	 1 組 2 名様	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 夕食 1 回（インドネシア料理とサンセット観賞）とリラクゼーションヘッドスパ（クリームバス）付き	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※2015 年 11 月 1 日～12 月 16 日出発予定	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

※上記賞品は 11 月 1 日～12 月 16 日出発を予定しておりますが、やむを得ない事情で変更する場合があり	 	 

ますので予めご了承ください。	 

※出発は、成田空港または、関西空港の予定です。日本国内の空港への往復の交通費、その他個人的にかか	 

る費用に関してはご当選者様のご負担となります。	 

	 	 	 	 	 	 ※写真はイメージです。	 

	 	 	 	 	 	 ※企画の主旨より、男性の方のご参加はできませんので予めご了承ください。	 

	 	 	 	 	 	 ※未成年者が当選された場合、ご参加には保護者の同意が必要となります。	 

	 

	 	 	 	 	 	 ＜Ｂ賞＞	 人気ファッション誌編集部セレクトの「こだわりグッズ」4 名様	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※商品は発送をもって、当選とさせていただきます。	 

	 
■応 募 資 格：日本国内在住で本コンテストの「利用規約」に同意いただける方。	 

※未成年の方が投稿する場合には保護者の同意が必要になります。投稿された場合には「利用規約」に保護者が	 

同意したものとみなします。	 

	 ※サンスター関係者は応募できません。	 

	 
■応 募 方 法：	 ①あなたのヘアスタイルのこだわりを写真撮影	 

	 

②キャンペーンサイトに Twitter でログインの上、写真にこだわりポイントのスタンプ	 
	 （任意）とコメントを付けて投稿してください。	 

※Twitter でログインすると Everyday	 Love,ＶＯ５キャンペーン公式アカウント（@VO5_japan）が自動的に	 

フォローされます。	 

※投稿された写真は Twitter と本キャンペーンサイトに自動的に掲載されます。	 

※その写真は「みんなのヘアスタイルの“こだわりポイント”として紹介されます。	 

※投稿の共有範囲を公開設定にしてください。	 

	 

	 
■当 選 発 表：＜Ａ賞・Ｂ賞＞2015 年 10 月予定	 キャンペーンに応募された方の中から厳正な抽選を

行い、当選案内は Twitter のダイレクトメッセージにて行います。	 
当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
■Everyday	 Love,ＶＯ５キャンペーンに関するお問い合わせ	 
	 	 
	 	 Everyday	 Love,ＶＯ５キャンペーン事務局	 
	 問合せ番号	 0120-365-205	 
	 受付時間：平日 10:00～17:00（土日祝および、夏季休業 8月 14 日を除く）	 
	 
	 
	 



	 
【商品情報】	 

	 
	 香り、効果、仕上がり感で選べる	 ＶＯ５ヘアスプレイ	 
	 
ＶＯ５へアスプレイは、雨や、風の日でも美しいヘアスタイルを長時間キープし、全アイテムに毛髪の	 

キューティクル保護効果のある海藻エッセンス、毛髪を乾燥から守りケアするラベンダーエッセンスを配合し
ています。	 
この春、美しいヘアスタイルを長時間キープするエクストラハードに、華やかなピンクローズの香りが漂う

女性らしい「パールローズの香り」と、スズランやジャスミン等の花々が香るさわやかな「フレッシュブーケ
の香り」の 2 種類の「香る Styling シリーズ」が新登場。自分を表現するスタイリング時間をココロ弾む香り
でいろどります。	 
またエクストラハードに UV プロテクト成分を加えた UV プロテクト（無香料）、はずむようにしなやかな仕

上がりのハード（無香料）も好評いただいております。	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

 

 

＜このキャンペーンに関するお問い合わせ先＞	 

Everyday Love,ＶＯ５キャンペーン事務局	 
	 	 	 	 	 TEL	 0120-365-205平日 10:00～17:00（土日祝および、夏季休業 8月 14 日を除く）	 
	 

＜お客様からの商品に関するお問い合わせ先＞	 

	 サンスターお客様相談室	 	 TEL	 0120-008241（平日 9:30～17:00 土日祝除く）	 

	 

＜このリリースに関するお問い合わせ先＞	 

	 サンスター株式会社	 

	 広報部（東京）	 	 	 TEL：03-5441-1423	 FAX：03-5441-8774	 	 

	 広報部（大阪）	 	 TEL：072-682-6212	 FAX：072-682-7917	 

Professional choice,  ＶＯ５ 

ＶＯ５は、1966 年の日本上陸以来、プロフェッショナルに愛される確かな品質が支持される 

ヘアスタイリングシリーズとして、日本のヘアケア・ヒストリーを支え続けています。 

ＶＯ５ブランドサイト  http://www.professionalchoice.jp 

ＶＯ５公式 Facebook ページ  http://www.facebook.com/vo5.jp 


